
2018年 薔期講習のお知らせ !3月 19圏 (月 )スタート l

小学生 :これからの中学校英語では「小学校で英語を学習済みJと いう前提で授業が進みます。今のうちにアルファベット・数字・色・挨拶などは覚

えてしまい諜しよう
"

中学生 :今後は英語の学習が 4技能総合重視となつてきます。総合力を UPさ せましよう !速読 トレーニングもお勧めてす。

高校生 :大学入試にも役に立つ !セ ンターリスニングは年々難しくなつています。

英検もTOEiCも 大幅に内容変更しました。英作は必須 !ま た入試に備えセンター試験の準備も早めに春休みに特訓しましよう。

申込み締め切り 3月 31日 (土 )

_‐ ―メ、1湮乃ψ●ららιぐ″、 ご都 合のよクl〃 でお気 疹にお問 ク管 だ 下さク)/

対象学年 a*^fr 内容 日数 ll J ttl 料金・教材費

全学年

☆弱点強化

くフォローアップ

クラス (個別指導)

く個別 フォローアップ 1対 1の対応、弱点強化 >

「英語が苦手になつてきた,「テス トの点数を UP

させたいJ「 どこが分か らないかが分か らない」と

いつた、英語が少 し難 しくなってきた方にお勧め

のクラスです。 1対 1で丁寧に解説。また、その

あと演習の時間があるので、実際に理解できたか

も確認できます。

予約制

※時間については個別にお問い合わせ くださ0

丁約 制 吟

＋
吟

(講義)

(演習)

通常小学生・ 中学生 7,020円 、

高校生 8,640円 の授業料が

一律 5,4∞ 円

高校生 く長文読解 > く長文強化>

長文が苦手、長文の読解力を上げたい !と 思つて

いる方、春休みに苦手意識を克服 しましょう !

各種試験、センター試験対策にも役立ちます。

・
      全 6回

3120(火 )3′27(火 )、 4/3(火 )

4710(火 )5′1(火 )、 5/8(火 )

(課題 30分十講義 50分 )

30+20:0020: 50

全 6回    16.200円

別途プリント代 31111円

高校生 くスピークアップ

ネイティブ講師

く会話力強化>

徹底アウトプット:こ れまで学習した成果を会話

に活かしてみましょう 1

全 4回

3′20(火) 4/3(火 ) 5/1(火 )

5/8 (ンk)

50分

20:00-201 50

全 4回    9,504円

高校生 く英作文>

ネイティブ講師

<英作文講座>
今後の課題は英作文 !ネ イティブ指導で勝負 !

全 4回

3′20(火) 4/3(火 ) 5′ 1(火 )

5/8(火 )

50分

19:00‐ 19:50

全 4回    10,800円

(添削 1'「 込)

中学 1年

中学 2年

中学 3年

☆1年総復習

く教科書お さらい

対策 :κ 座 >

く1年間の教科書を復習+新学期>

春休み集中講座と新学期のフォローアップ

★☆★★★★★★★★★★★☆★☆★★★☆★

新学期が始まる直前の今がチャンス。曖味な文法

項目はございませんか ? 4月 から学年が上がる

と文法も複雑になります。それまでに頭の整理を

しっかりしておきましょう。

全 6回

3/20(火 )3/27(火 ) 4/3(火 )

4/10(火 )5/1(火) 5/8(火 )

鰈 題 30分十講義 50分 )

1年 30■ 17:00‐ 17:50

2年 30■ 18:00■ 8150

3年 30■ 1910019:50

全 G回    13,6t18円

別途プ リン ト代 300円

中学生 <英作文>

ネイティブ

く英語の文章に挑戦 >

英検 2級から ライティングがスター ト。意見や

感想を英語で書ける練習をネイティブと楽 しくレ

ッスン♪

全 4回

3/19(月 )  3′ 26(月 )  4/2(月 )

4ノ9(月 )

50分

16:00‐ 16:50

全 4回    10,3681n

(添肖1料込 )

中学生 <7V-r7 y/
Vy 7:/>

i47i/

<外国人講師の先生と会話を楽しもう>

毎回違うトピックで楽しみながら気軽に会話練習

ができます。

全 4回

3′20 (ノく)  4′3 (ルk)  5′ 1 (ノく)

5/8(火 )

50分

18:0018:50

全 4回     8,640円

小学生 くスピークアップ

ネイティプ

く発音練習>`

微妙な違いの発音を覚えましょう。正 しい発音を

身につければ、リスニングカにもつながります |

予約制

※時間については個別にお問い合わせください。

予約希1 40分 I.・ 業料 1回  3240円

小学生 <リ ーディング>

ネイティブ

<リ ーディング>

音で理解はしていても、文字や文章では読めなし

ものです。簡単な文章で洋書デビュー !

全 4回

3/20(火 ) 4′3(火 ) 5/1(火 )

5/8(火 )

50分

16100‐ 16: 50

+48 8,640R

幼 児 くフォローアップ

クラス>

ネイティブ

<フ ォニックス強化>
アルファベ ッ トの読み方、 レッスンの細かい復習

をします。

予約制

※時間については個別にお問い合わせ ください。

予約制 40分 授業r11回  3,240円

英検

5級ヽ2級

英検過去間チャ

レンジ

過去問題練習

(模擬テス ト+最終 日に解説 あ り)

全5回 〈予約制)

※時 F・tについては個月1にお問い合わせ ください。

級 によ り異な ります

(1時間～2時間 )

全 5回 5,400円

裏面に続きます ]l!

春期特別集 中講座


